


HOT

coffee drink

tea

other beverrages

紅茶とフルーツジュースをMIX させた

さっぱりと飲みやすいドリンクです！

大人気！柚子ドリンク

カルピスメニュー

Alcohol

BEVERAGE

アールグレイ
ダージリン
アッサム
ストロベリー

ジャスミン
カモミール
ローズヒップ
フルーツロゼ
レモングラス

オレンジティー
グレープフルーツティー
パイナップルティー
クランベリーティー
マンゴーティー
グアバティー

-----   ￥600
-----   ￥600
 -----   ￥600
-----   ￥600

-----   ￥600
-----   ￥600
 -----   ￥600
-----   ￥600
-----   ￥600

-----   ￥650
-----   ￥650
-----   ￥650
-----   ￥650
-----   ￥650
-----   ￥650

エスプレッソ
コーヒー
カフェラテ
カプチーノ
カフェモカ
キャラメルラテ
ストロベリーラテ
ヘーゼルナッツラテ
ココナッツラテ
ハニーラテ
キャラメルマキアート
黒糖ラテ

-----   ￥500
-----   ￥500
-----   ￥600
-----   ￥650
-----   ￥650
-----   ￥650
-----   ￥650
-----   ￥650
-----   ￥650
-----   ￥650
-----   ￥650
-----   ￥650

チャイ
ストロベリークリーム
ロイヤルミルクティー
ココア
ホットミルク
キャラメルミルク
ハニーミルク

-----   ￥750
-----   ￥700
-----   ￥700

 -----   ￥750
-----   ￥500

   -----   ￥600
-----   ￥600

-----   ￥500
-----   ￥600
-----   ￥600
-----   ￥600
-----   ￥600
-----   ￥600
-----   ￥600
-----   ￥500
-----   ￥500
-----   ￥500
-----   ￥500
-----   ￥500

-----   ￥650
-----   ￥650
-----   ￥650

   -----   ￥650

-----   ￥650
   -----   ￥650

-----   ￥750
-----   ￥750
-----   ￥750

ウーロン茶
オレンジジュース
グレープフルーツジュース
グァバジュース
クランベリージュース
パイナップルジュース
マンゴージュース
トマトジュース
コーラ
ジンジャーエール甘口
ジンジャーエール辛口
ペリエ

マンゴーカルピス
ストロベリーミルク
オレンジミルクカルピス
カルピスクランベリーソーダ

柚子ティー
柚子ウーロン

柚子ソーダヨーグルト
柚子ワインクーラー
柚子ジントニック

HOT/ICE

HOT/ICE

HOT/ICE

HOT/ICE
HOT/ICE
HOT/ICE
HOT/ICE
HOT/ICE
HOT/ICE

HOT/ICE
HOT/ICE

HOT/ICE
HOT/ICE
HOT/ICE
HOT/ICE

HOT/ICE
HOT/ICE
HOT/ICE

HOT/ICE

HOT/ICE

HOT/ICE
HOT/ICE

HOT/ICE
HOT/ICE
HOT/ICE

HOT/ICE

全ての牛乳を使ったメニューは豆乳に変更
することが出来ます。（+￥50）



Beer

wine
Shochu

ALCOHOL

ハウスワイン　グラス赤
ハウスワイン　グラス白
ハウスワイン  カラフェ
キール
カーディナル
スプリッツアー
キティー
オペレーター

------   ￥600
------   ￥600

   -----   ￥2000
------   ￥700
------   ￥700

   ------   ￥700
------   ￥700
------   ￥700

ドラフト（エビス）
コロナ
銀河高原
バスペールエール
オリオンビール
ハートランド
ギネス（瓶）
シャンディーガフ
レッドアイ
ホワイトアイ
パインパナシェ
カシスビア
ピーチビア

--------   ￥700
--------   ￥750
--------   ￥750
--------   ￥750
--------   ￥750
--------   ￥750
--------   ￥800
--------   ￥700
--------   ￥700
--------   ￥700
--------   ￥700
--------   ￥750
--------   ￥750

ロック / 水割り / お湯割り￥500
ロック / 水割り / お湯割り￥500
ロック / 水割り / お湯割り￥700

    

ロック / 水割り / お湯割り￥600

ロック / 水割り / お湯割り￥500
ロック / 水割り / お湯割り￥500

------   ￥600
------   ￥600
------   ￥600
------   ￥600
------   ￥600
------   ￥600
------   ￥600

------   ￥500
------   ￥600

芋焼酎
島美人　
黒霧島
赤兎馬

麦焼酎
一粒の麦

黒糖焼酎
朝日
喜界島

ウーロンハイ
グレープフルーツハイ
トマトハイ
ライムサワー
レモンサワー
グレープフルーツサワー
カルピスサワー

梅酒
ロック
ソーダ割り

Red Bull Menu

ボトルワイン
ハウスワイン赤ボトル
ハウスワイン白ボトル
スパークリングワインボトル
ハーフボトル

-----   ￥3000
-----   ￥3000
-----   ￥3000
-----   ￥2000

Red Bull

Bull Vodka

Red Bull Tequila

Red Bull Cassis

Red Bull High Ball

Jäger Bomb

Red Bull

Bull Vodka

Red Bull Tequila

Red Bull Cassis

Red Bull High Ball

Jäger Bomb

---   ￥８00

---   ￥1000

---   ￥1000

---   ￥1000

---   ￥1000

---   ￥1000

レッドブル

ブルウォッカ

レッドブルテキーラ

カシスブル

レッドブルハイボール

イエガーボム



HOT

COCKTAIL

ロック
ジントニック
ジンリッキー
ジンバック
ジンライム
ブラッディサム

ロック
ウォッカトニック
ウォッカリッキー
モスコミュール
スクリュードライバー
ブルドッグ
シーブリーズ
ブラッディーメアリー
ブラックルシアン

ロック
ラムトニック
ラムバック
キューバリバー
ソルクバーノ
モンキーレンチ

ロック
テキーラトニック
テキーラバック
メキシコーク
テキーラサンライズ
テキーラソーダ
ストローハット
ショット/ショットガン

-------   ￥600 ～
---------   ￥700
---------   ￥700
---------   ￥700
---------   ￥700
---------   ￥700

-------   ￥600 ～
---------   ￥700
---------   ￥700
---------   ￥700
---------   ￥700
---------   ￥700
---------   ￥750
---------   ￥700
---------   ￥750

-------   ￥600 ～
---------   ￥700
---------   ￥700
---------   ￥700
---------   ￥700
---------   ￥700

-------   ￥700
---------   ￥750
---------   ￥750
---------   ￥750
---------   ￥750
---------   ￥750
---------   ￥750
---------   ￥500

GIN BASE ジンベース
（ウィルキンソン・ボンベイ・タンカレー）

VODKA BASE ウォッカベース
（ウィルキンソン・ズブロッカ）

RUM BASEラムベース
（マイヤーズダーク・バカルディーホワイト）

TEQUILA BASE テキーラベース
（クエルボゴールド）

カシスソーダ
カシスオレンジ
カシスグレープフルーツ
カシスウーロン
カシスミルク

ピーチソーダ
ファジーネーブル
レゲエパンチ

マリブコーク
マリブトニック
マリブグレープ
マリブパイン

ディタオレンジ
ディタソーダ
チャイナブルー

カンパリソーダ
カンパリトニック
カンパリオレンジ
カンパリグレープフルーツ
スプモーニ

カルアミルク

ヨーグリートパイン
ヨーグリートマンゴー
ヨーグリートクランベリー

ティフィンミルク
ティフィンジンジャー

アマレットソーダ
アマレットジンジャー

ロック
ウィスキーコーク
ハイボール
ジンジャーハイボール

WHISKY BASE ウイスキーベース

------   ￥750
------   ￥750
------   ￥750
------   ￥750
------   ￥750

------   ￥750
------   ￥750
------   ￥750

------   ￥750
------   ￥750
------   ￥750
------   ￥750

------   ￥750
------   ￥750
------   ￥750

------   ￥750
------   ￥750
------   ￥750
------   ￥750
------   ￥750

------   ￥750

------   ￥750
------   ￥750
------   ￥750

------   ￥750
------   ￥750

------   ￥750
------   ￥750

----   ￥600 ～
------   ￥700
------   ￥700
------   ￥700

（ジャックダニエル・IWハーパー・カナディアンクラブ）

REQUIR BASE リキュールベース



COCKTAIL

OTHER COCKTAILS
Ask for staff!

カクテルメニューに無いものでも、下記のスピリッツやリキュールの中から
お好きなカクテルをお作り致します。￥750～

アマレット
イエガーマイスター
カシス
カルーア
カンパリ
グランマニエ
グリーンアップル
コアントロー

サザンカンフォート
チンザノドライ
チンザノロッソ
ディタ
ティフィン
パッソア
ピーチ
フランジェリコ

ブランデー
ブルーベリー
ベイリーズ
マリブ
マンゴヤン
ミドリ
ヨーグリート

HAPPY HOUR

17:00 - 19:00
EVERYDAY

ALL  200yen OFFAlcohol Drink
※瓶、缶、ソフトドリンクは除きます。



レギュラー （15 ～ 16P） \1000
ハーフ　　　（7 ～ 8P）　　\600

ソースは
選べる
３種類！

SIDE DISH

おつまみオリーブ

HOME MADEピクルス

MIXナッツ

揚げ枝豆

オニオンリング

スパイシーポテトフライ

ラティスカットポテト

皮付きポテトのアンチョビバター

フライ盛り合わせ

  ￥500

   ￥500

 ￥500

 ￥500

  ￥500

  ￥500

 ￥500

￥700

￥1200

白、黒オリーブを漬け込んだパクパク食べちゃうオリーブです！

酸味を抑えたピクルス嫌いも食べれる自家製ピクルスです！

定番のミックスナッツ！すぐ出ます！

定番の枝豆揚げちゃいました！香ばしくって激うま！

安定のオニオンリング！イカリングではありません！

スパイシーなフレーバーのポテトです！辛旨！

網目のようなワッフルのようなポテトです！

皮付きのポテトをアンチョビバターでコーティング！

細切りポテト、ラティスカットポテト、オニオンリングの盛り合わせ。

チキンスティックチキンスティック

おつまみオリーブ

スパイシーポテトフライ

オニオンリング

揚げ枝豆MIXナッツ

HOME MADEピクルス

ラティスカットポテト 皮付きポテトのアンチョビバター

スティック状のチキンを揚げた、から揚げでもナゲットでもない
骨無しチキンです！一人でもシェアしてもＯＫなお酒のおつまみに
ピッタリのスナックです！

バッファローソース　 BBQ ソース　チェダーチーズソース

価格は全て税抜き価格です。



SIDE DISH

バゲット　　　　　2P　　￥250　　　　　　4P

ガーリックトースト

明太マヨトースト

粗挽きポークウィンナー

きのことブロッコリーのアーリオオーリオ

きのことアボカドのバター醤油炒め

ポテサラーユ

ムール貝の白ワイン蒸しバター風味

ベーコンステーキ

  ￥500

   ￥500

￥500

 ￥500

 ￥500

  ￥500

￥600

￥800

  ￥900

バゲットだけをおかわりしたい場合にどうぞ

ガーリックバターを塗ったトーストが香ばしくておいしい！

明太子とマヨネーズの安定コンビのトーストです。

ウインナーは嫌いな人がいない！

にんにく＝アーリオ、オイル＝オーリオ。にんにくオイル炒め

アボカドは炒めても旨いんです！

ポテサラに食べるラー油をトッピング！

白ワインとバターでムール貝の味を引き立てます！！

シンプルに焼き上げたベーコンが旨い！ガーリック醤油でどうぞ！

ガーリックトースト

粗挽きポークウィンナー

きのことブロッコリーの
アーリオオーリオ

ムール貝の白ワイン蒸しバター風味

きのことアボカドのバター醤油炒め

価格は全て税抜き価格です。

明太マヨトースト

ポテサラーユ

ベーコンステーキ



ジャークチキン

ポ
ー

クス
テ

ー
キ

SIDE DISH

海老トースト

croix風カプレーゼ

蜂蜜がけカマンベールチーズ

サーモンとアボカドのユッケ

ポークステーキ

ジャークチキン

チリビーンズとチーズのポテト

牛すじ肉の赤ワイン煮

￥800

￥700

   ￥700

 ￥800

￥800

 ￥800

  ￥800

  ￥800

海老のペーストをパンに乗せてカリッと揚げた絶品メニュー！

ダイス状のモッツアレラとトマトをバジルオリーブオイルで

炙ったカマンベールに蜂蜜とくるみをトッピング

サーモンとアボカドをユッケのタレで和えた一品です。

riceメニューのポークステーキだけを食べたいという方の為に！

riceメニューのジャークチキンだけを食べたいという方の為に！

フレンチフライにチリビーンズとチーズソースをトッピング！

牛すじ肉をトロトロに煮込んだ贅沢な一品です。

海老トースト

croix風カプレーゼ チリビーンズとチーズのポテト

牛すじ肉の赤ワイン煮

蜂蜜がけカマンベールチーズ

価格は全て税抜き価格です。

サーモンとアボカドのユッケ



Ask
!

SALAD

PASTA

SALAD&PASTA

アボカドと明太子のクリームパスタ

明太子クリームのパスタにアボカドをトッピング！

クリーミーでまろやかな味わいは女子に大人気♪

\950
豚ときのこの柚子こしょうパスタ

￥950
豚の旨みが出た和風のソースに柚子こしょうの

ピリ辛がいいアクセントになっている、cafe croix

定番のパスタです。

チキンのトマトクリームソースタリアテッレ

鶏肉の旨みがトマトクリームソースのさわや

かだけど濃厚な味と絡みあう絶品パスタ！

\1100

海老とアボカドのサラダ

特製のドレッシングとわさびマヨで和えた

海老とアボカドが絶妙にマッチ！揚げた春巻

の皮の食感もご一緒にお楽しみ下さい。

\800
胡麻シーザーサラダ

胡麻風味のクリーミーなドレッシングを使っ

たシーザーサラダです！

温泉玉子がマイルド！

激旨ドレッシングの
チキンサラダ
野菜がパクパク食べれちゃうオリジナル

ドレッシングのサラダです！

サクサク食感のチキンも香ばしい！

\800

海老とキャベツのアンチョビパスタ

アンチョビの塩気が食欲をそそる定番の

オイルパスタです。

\950

本日の気まぐれパスタ

店内の黒板かスタッフに

お問い合わせ下さい！

\950 ～

\800

価格は全て税抜き価格です。



RICE

クリームソースの
ふわとろオムライス

玉ねぎ、にんじんなどと一緒に炊いたバター

ライスにふわとろの玉子をコーティング！

きのことベーコンの旨みが出たクリームソー

スをかけると絶品のうまさ！

\950 ジャークチキン
プレート

ジャークチキンとは数種類のハーブやスパ

イスを混ぜ合わせたシーズニングに漬け込

んだチキンをカリッと焼き上げた、ちょっ

とピリ辛なジャマイカのソウルフードです！

\950チリミートソースの
croix rice （クロワ　ライス）

cafe croix オリジナルのチリミートソースに

サワークリームを乗せた創業当時からの

人気メニュー！

ここでしか食べられない味！

\950

グレービーソースの
ハワイアンロコモコ

本場ハワイの味を再現したグレービーソース

が決め手のロコモコです！ハンバーグの肉汁

がたまらない！！

\1200

ジューシーポークステーキ
ライス

焦げ目をつけた豚ロースをオーブンでじっく

り火を通し、バター醤油のソースをかけた

食欲をそそるプレートです！

\1000
韓国風アボカドサーモン
ユッケ丼

ユッケ風のサーモンとアボカドを特製の

ユッケだれで和えた丼テイストのご飯です。

甘辛の味が癖になる！

\950

表示は全て税抜き表示です。



SWEETS

cafe croixオリジナル！紫いものホットパイ

パフェ風ガトーショコラ

レアチーズケーキ　Berryソースがけ

  ------------ ￥700

   ------------ ￥700

 ------------ ￥700

創業当初からの不動の人気メニュー！紫イモのペーストをパイ生地で包んで焼いた
ホカホカのパイと冷たいアイスがマッチしたスイーツです！

サイコロ状にカットしたガトーショコラをアイスを乗せてパフェ風に！フルーツや
チョコレートソースを乗せて召し上がれ♪

ヨーグルト風味のレアチーズケーキにピッタリのベリーソースが相性抜群！
さっぱりしてるけど濃厚なチーズケーキをお楽しみ下さい♪

紫いものホットパイ パフェ風ガトーショコラ レアチーズケーキ

・紫いものホットパイ
・パフェ風ガトーショコラ
・レアチーズケーキ
・季節限定スイーツ

の中からお一つ

12:00 - 21:00


